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030420-00034 もと市民交流センターよどがわ 淀川区 加島１丁目 4,583.82 1707 3,650.40 ○ 市民局

530201-00033 もと加島小学校拡張用地 淀川区 加島１丁目 22.81 契約管財局

062405-00002 もと加島障がい者会館 淀川区 加島１丁目 964.63 福祉局

062405-00016 障がい福祉サービス事業所　ＬＩＮＫ・ＣＯＣＯＬＯ 淀川区 加島１丁目 951.90 福祉局

062405-00031 障がい福祉サービス事業所　むつみ 淀川区 加島１丁目 1,016.47 福祉局

062405-00033 障がい福祉サービス事業所　加島希望の家 淀川区 加島１丁目 848.53 福祉局

062405-00057 知的障がい者入所更生施設アンダンテ加島 淀川区 加島１丁目 1,998.76 福祉局

062506-00106 特別養護老人ホーム加寿苑 淀川区 加島１丁目 2,772.32 福祉局

062506-00128 美津島地域在宅サービスステーション 淀川区 加島１丁目 492.82 福祉局

062506-10011 もと社会福祉施設用地（淀川区加島） 淀川区 加島１丁目 1,022.63 福祉局

590201-00008 かしま診療所 淀川区 加島１丁目 640.58 健康局

540502-00012 加島第1保育所 淀川区 加島１丁目 3,589.66 1,569.59 こども青少年局

550301-00015 加島東霊園 淀川区 加島１丁目 1,420.40 30.42 環境局

560307-00042 加島住宅 淀川区 加島１丁目 7,387.39 1609/1612 10,674.02 都市整備局

560307-00043 加島第2住宅 淀川区 加島１丁目 1,600.88 1610/1873 都市整備局

560307-00045 加島地区改良事業用地 淀川区 加島１丁目 2,396.81 都市整備局

560307-00046 加島中住宅 淀川区 加島１丁目 13,685.16 19,054.42 都市整備局

560307-00047 加島東住宅 淀川区 加島１丁目 5,234.90 7,161.25 都市整備局

560307-00048 加島南住宅 淀川区 加島１丁目 9,930.59 1800 都市整備局

560307-00049 加島南第2住宅 淀川区 加島１丁目 20,813.47 24,171.82 都市整備局

560307-00050 加島南第3住宅 淀川区 加島１丁目 8,971.18 8,479.79 都市整備局

560307-00051 加島南第4住宅 淀川区 加島１丁目 10,792.54 10,785.24 都市整備局

560703-00031 加島第2住宅地区改良事業 淀川区 加島１丁目 443.86 313 都市整備局

560703-00032 加島地区改良事業用地 淀川区 加島１丁目 1,154.56 311/314 都市整備局

121601-12085 加島中央公園 淀川区 加島１丁目 9,963.53 建設局

121601-12087 加島中住宅前公園 淀川区 加島１丁目 1,122.95 建設局

121601-12088 加島南公園 淀川区 加島１丁目 3,409.55 建設局

121601-12321 新加島公園 淀川区 加島１丁目 669.85 建設局

460108-00117 淀川消防署加島出張所 淀川区 加島１丁目 413.45 739.86 消防局

420210-00072 加島小学校 淀川区 加島１丁目 12,633.65 10,231.61 教育委員会事務局

420210-00390 東淀工業高等学校 淀川区 加島１丁目 34,862.26 20,188.80 教育委員会事務局

420210-00434 美津島中学校 淀川区 加島１丁目 9,077.52 15,957.94 教育委員会事務局

420410-00001 もと加島青少年会館 淀川区 加島１丁目 519.36 312 教育委員会事務局

560307-10103 もと加島南住宅 淀川区 加島１丁目 2,866.89 都市整備局

560307-10108 もと加島第2住宅 淀川区 加島１丁目 1,285.80 都市整備局

121602-00085 加島中央公園 淀川区 加島１丁目 27.28 建設局

121602-00088 加島南公園 淀川区 加島１丁目 29.47 建設局

560307-00052 加島北住宅 淀川区 加島２丁目 3,400.59 1801-1 都市整備局

121601-12083 加島今之町公園 淀川区 加島２丁目 1,114.83 建設局

121601-12855 淀川開発1公園 淀川区 加島２丁目 209.14 建設局

121601-12856 淀川開発2号公園 淀川区 加島２丁目 121.14 建設局

560307-10114 もと加島北住宅 淀川区 加島２丁目 3,567.32 都市整備局

121601-12086 加島中公園 淀川区 加島３丁目 1,013.94 建設局

121601-12898 加島駅前公園 淀川区 加島３丁目 3,000.04 建設局

121902-01916 ＪＲ加島駅自転車駐車場 淀川区 加島３丁目 1,376.70 建設局

121902-02001 加島駅自転車駐車場管理ボックス 淀川区 加島３丁目 3.00 建設局

540502-00049 西加島保育所 淀川区 加島４丁目 893.88 527.90 こども青少年局

560307-00176 神崎橋住宅 淀川区 加島４丁目 5,395.78 7,664.24 都市整備局

120907-00321 大阪伊丹線（淀川）（管財課） 淀川区 加島４丁目 28,733.14 建設局

121601-12084 加島西公園 淀川区 加島４丁目 1,348.60 建設局

121601-12089 加島北公園 淀川区 加島４丁目 3,251.27 建設局

12ZZZZ-00151 もと下水道用地（淀川） 淀川区 加島４丁目 2,272.01 建設局

121601-12826 木川西公園 淀川区 木川西２丁目 983.71 建設局

062507-00271 木川老人憩の家 淀川区 木川西３丁目 256.42 福祉局

560307-00417 木川西第1住宅 淀川区 木川西３丁目 4,498.61 2,820.75 都市整備局

560307-00418 木川西第2住宅 淀川区 木川西３丁目 1,640.15 1,444.28 都市整備局

121601-12825 木川公園 淀川区 木川西３丁目 2,869.42 建設局

062506-00125 特別養護老人ホーム淀川暖気の苑十三地域在宅サービスステーション・障がい福祉サービス事業所淀川暖気の苑 淀川区 木川西４丁目 2,840.54 福祉局

560307-00422 木川第4住宅 淀川区 木川西４丁目 12,107.71 33,432.74 都市整備局

540502-00119 木川第1保育所 淀川区 木川西４丁目 377.51 こども青少年局

062507-10007 木川南老人憩の家 淀川区 木川東１丁目 169.70 福祉局

121601-12827 木川南公園 淀川区 木川東１丁目 702.19 建設局

420210-00487 木川南小学校 淀川区 木川東１丁目 5,876.24 3,451.92 教育委員会事務局

260106-00009 木川南社会福祉会館・老人憩の家付属倉庫 淀川区 木川東１丁目 55.70 淀川区役所

560307-00424 木川東第1住宅 淀川区 木川東３丁目 2,397.03 2,106.52 都市整備局

420210-00486 木川小学校 淀川区 木川東３丁目 10,988.42 5,563.42 教育委員会事務局

550201-00006 もと共同利用施設（木川センター） 淀川区 木川東４丁目 212.06 1400 323.20 ○ 環境局

560307-00425 木川東第2住宅 淀川区 木川東４丁目 3,298.80 2,029.17 都市整備局

121601-12018 木川北公園 淀川区 木川東４丁目 534.58 建設局

460108-00116 淀川消防署 淀川区 木川東４丁目 1,538.51 3,634.07 消防局

260106-00000 もと淀川区保健福祉センター 淀川区 十三東１丁目 983.96 901 1,078.94 ○ 淀川区役所

260106-00001 もと淀川区役所 淀川区 十三東１丁目 3,886.65 901 5,164.19 ○ 淀川区役所

550201-00068 もと大気汚染常時監視測定局（旧淀川区役所） 淀川区 十三東１丁目 22.51 ○ 環境局

121902-02177 十三駅東自転車駐車場管理事務所 淀川区 十三東１丁目 13.39 建設局

620701-00042 淀川屋内プール 淀川区 十三東２丁目 1,244.00 3,009.58 経済戦略局

121601-12266 十三東公園 淀川区 十三東２丁目 1,186.71 建設局

260106-00013 淀川区役所 淀川区 十三東２丁目 3,896.48 9,375.95 淀川区役所

620601-00008 木川小売市場民営活性化事業施設 淀川区 十三東４丁目 1,314.18 経済戦略局

530201-00255 廃道（淀川） 淀川区 十三東４丁目 34.96 契約管財局

420210-00191 十三小学校 淀川区 十三東４丁目 8,549.01 4,785.61 教育委員会事務局
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062507-00100 十三福祉会館老人憩の家 淀川区 十三東５丁目 104.35 福祉局

420210-00192 十三中学校 淀川区 十三東５丁目 20,130.30 9,071.21 教育委員会事務局

530201-00176 契約管財局賃貸地（淀川・十三地区） 淀川区 十三本町１丁目 2,883.09 契約管財局

560701-00107 十三駅西地区対策特別用地 淀川区 十三本町１丁目 177.59 1709-1 都市整備局

530201-00274 淀川警察署 淀川区 十三本町３丁目 2,469.40 契約管財局

121601-12265 十三公園 淀川区 十三元今里１丁目 27,979.34 建設局

550201-00046 十三地盤沈下観測所 淀川区 十三元今里１丁目 11.20 環境局

120906-00005 道路高架下建設局事務所 淀川区 十三元今里１丁目 179.47 建設局

121602-00268 十三公園 淀川区 十三元今里１丁目 1,038.92 建設局

620601-00088 十三小売市場民営活性化事業施設 淀川区 十三元今里２丁目 1,237.99 経済戦略局

062507-00119 神津会館老人憩の家 淀川区 十三元今里２丁目 194.14 福祉局

420210-00231 神津小学校 淀川区 十三元今里２丁目 11,826.78 5,923.31 教育委員会事務局

620601-00042 十三小売市場民営活性化事業施設（十三バイパス高架下） 淀川区 十三元今里２丁目 72.73 経済戦略局

121601-12601 田川東公園 淀川区 十三元今里３丁目 2,009.38 建設局

120907-00285 熊野大阪線（淀川）（管財課） 淀川区 十八条１丁目 1,074.68 建設局

121601-12268 十八条東公園 淀川区 十八条１丁目 18,506.25 建設局

121601-12931 新駅13号緑地 淀川区 十八条１丁目 1,024.25 建設局

12ZZZZ-00672 十八条下水処理場 淀川区 十八条１丁目 34,640.28 31,696.99 建設局

十八条下水道センター 淀川区 十八条１丁目 416.24 建設局

121602-00271 十八条東公園 淀川区 十八条１丁目 19.20 建設局

550301-00037 十八条霊園 淀川区 十八条２丁目 577.59 環境局

560701-00065 三国地域再開発事業用地 淀川区 十八条２丁目 1,501.37 904 都市整備局

121601-00001 十八条中央公園 淀川区 十八条２丁目 15,141.03 建設局

121602-10026 十八条中央公園 淀川区 十八条２丁目 21.12 建設局

550201-00022 共同利用施設（西三国センター） 淀川区 十八条３丁目 663.75 506.25 環境局

121601-12267 十八条西公園 淀川区 十八条３丁目 1,212.46 建設局

420605-00026 淀川図書館 淀川区 新北野１丁目 560.62 620.86 教育委員会事務局

121001-10082 十三駐車場 淀川区 新北野１丁目 25.00 建設局

121002-00055 十三アンダーパスポンプ場 淀川区 新北野１丁目 87.22 建設局

121902-02164 十三駅自転車駐車場 淀川区 新北野１丁目 1,485.25 建設局

121902-02176 十三駅西自転車駐車場管理事務所 淀川区 新北野１丁目 13.39 建設局

121601-12858 淀川公園 淀川区 新北野２丁目 8,483.75 建設局

420210-00226 新北野中学校 淀川区 新北野２丁目 19,194.83 7,823.65 教育委員会事務局

121601-12348 新北野公園 淀川区 新北野３丁目 4,889.25 建設局

12ZZZZ-01109 塚本抽水所 淀川区 新北野３丁目 8,398.14 5,092.58 建設局

540201-10162 田川幼稚園 淀川区 田川２丁目 2,033.11 976.55 こども青少年局

560301-00021 元今里小住宅用地 淀川区 田川２丁目 1,025.27 都市整備局

121601-12600 田川中公園 淀川区 田川２丁目 2,581.52 建設局

420210-00361 田川小学校 淀川区 田川２丁目 8,881.27 4,867.61 教育委員会事務局

121601-12598 田川公園 淀川区 田川３丁目 10,489.47 建設局

121601-12599 田川西公園 淀川区 田川３丁目 1,208.60 建設局

12ZZZZ-00332 下水道用地（淀川） 淀川区 田川３丁目 80,919.93 建設局

560307-00308 田川北住宅 淀川区 田川北１丁目 3,441.30 2,471.53 都市整備局

121601-12602 田川北公園 淀川区 田川北２丁目 2,103.17 建設局

121601-12563 塚本南公園 淀川区 塚本１丁目 582.69 建設局

121601-12968 塚本駅前公園 淀川区 塚本２丁目 700.06 建設局

121902-01842 塚本駅自転車駐車場トイレ 淀川区 塚本２丁目 1.44 建設局

420210-00342 塚本小学校 淀川区 塚本３丁目 11,016.20 6,508.13 教育委員会事務局

260106-00012 塚本福祉会館老人憩いの家 淀川区 塚本３丁目 211.03 淀川区役所

121601-12562 塚本公園 淀川区 塚本４丁目 3,545.81 建設局

121602-00569 塚本公園 淀川区 塚本４丁目 19.20 建設局

540502-00079 塚本くすのき保育園 淀川区 塚本６丁目 1,000.69 こども青少年局

540201-00030 もと淀川勤労青少年ホーム 淀川区 新高１丁目 797.59 1926 603.10 ○ こども青少年局

540201-10144 新高幼稚園 淀川区 新高１丁目 1,540.00 768.95 こども青少年局

540501-10077 （仮称）淀川区新高保育所用地 淀川区 新高１丁目 714.82 こども青少年局

121601-12328 新高堀上公園 淀川区 新高１丁目 621.98 建設局

420210-00214 新高小学校 淀川区 新高１丁目 9,075.67 6,886.57 教育委員会事務局

560701-00106 肩替地（三国駅周辺） 淀川区 新高３丁目 111.57 1090 都市整備局

121601-12932 新高東公園 淀川区 新高３丁目 1,000.73 建設局

062405-00056 知的障がい者授産施設（通所）「にいたかの里」及び知的障がい者通勤寮「ほほえみ」 淀川区 新高４丁目 750.11 福祉局

062506-00122 特別養護老人ホーム平成新高苑・新高地域在宅サービスステーション 淀川区 新高４丁目 2,249.89 福祉局

062507-00114 新高社会福祉会館老人憩の家 淀川区 新高４丁目 303.02 福祉局

560307-00167 新高住宅 淀川区 新高４丁目 6,616.28 4,851.89 都市整備局

560307-00168 新高南住宅 淀川区 新高４丁目 3,703.55 3,207.62 都市整備局

121601-12326 新高公園 淀川区 新高４丁目 2,340.49 建設局

121601-12327 新高中央公園 淀川区 新高４丁目 17,000.34 建設局

121602-00331 新高中央公園 淀川区 新高４丁目 19.20 建設局

560307-10044 西中島第2住宅 淀川区 西中島２丁目 3,231.91 3,434.04 都市整備局

550201-00023 共同利用施設（西中島センター） 淀川区 西中島３丁目 236.22 508.94 環境局

560307-00200 西中島住宅 淀川区 西中島３丁目 2,073.53 4,861.56 都市整備局

121601-12415 西中島東公園 淀川区 西中島３丁目 1,689.76 建設局

121902-01835 西中島駅自転車駐車場トイレ 淀川区 西中島３丁目 1.44 建設局

121902-02291 西中島南方駅自転車駐車場管理ボックス 淀川区 西中島３丁目 9.72 建設局

121902-02292 西中島南方駅自転車駐車場管理事務所 淀川区 西中島３丁目 12.56 建設局

062507-00137 西中島老人憩の家 淀川区 西中島４丁目 261.44 福祉局

120907-00393 道路（淀川）（管財課） 淀川区 西中島５丁目 1,322,769.85 建設局

121001-10084 新大阪駅南第2駐車場 淀川区 西中島５丁目 35.89 建設局

121001-10085 新大阪駅南駐車場 淀川区 西中島５丁目 28.81 建設局

121902-01832 新大阪駅南口自転車駐車場トイレ 淀川区 西中島５丁目 1.44 建設局

121902-02230 新大阪駅南口自転車駐車場管理ボックス 淀川区 西中島５丁目 1.44 建設局

121902-02231 新大阪駅南口自転車駐車場管理事務所 淀川区 西中島５丁目 3.89 建設局

560701-00027 もと区画整理事業用地（新大阪駅周辺） 淀川区 西中島６丁目 1,294.64 329/335 都市整備局

540201-10150 西中島幼稚園 淀川区 西中島７丁目 2,479.00 1,207.34 こども青少年局



実測面積
（㎡）

未利用地
番号

延床面積
（㎡）

供用廃止
施設

建物
所属区・局

土地
施設

索引番号
施設名（財産名称）

代表所在地
（区）

代表所在地
（町丁目）

121601-12416 西町公園 淀川区 西中島７丁目 5,544.73 建設局

420210-00260 西中島小学校 淀川区 西中島７丁目 9,429.16 4,905.90 教育委員会事務局

420308-00004 もと西中島学校業務サービスセンター 淀川区 西中島７丁目 30.86 ○ 教育委員会事務局

062507-00133 西三国社会福祉会館老人憩の家 淀川区 西三国１丁目 200.17 138.76 福祉局

560307-00196 西三国住宅 淀川区 西三国１丁目 3,717.37 8,927.33 都市整備局

560307-10041 西三国第2住宅 淀川区 西三国１丁目 7,074.91 6,933.19 都市整備局

420210-00255 西三国小学校 淀川区 西三国１丁目 10,706.44 7,242.60 教育委員会事務局

560705-00005 三国東地区土地区画整理事業　管理建物F 淀川区 西三国１丁目 70.26 都市整備局

560705-00024 三国東地区土地区画整理事業　管理建物２００１ 淀川区 西三国１丁目 69.26 都市整備局

260106-00004 西三国社会福祉会館 淀川区 西三国１丁目 135.17 淀川区役所

560705-00000 公共施設充当用地（三国東地区） 淀川区 西三国２丁目 42,180.91 都市整備局

420210-00165 三国中学校 淀川区 西三国２丁目 14,447.00 7,926.41 教育委員会事務局

560705-00003 三国東地区土地区画整理事業　管理建物C 淀川区 西三国２丁目 121.08 都市整備局

560705-00004 三国東地区土地区画整理事業　管理建物E 淀川区 西三国２丁目 131.64 都市整備局

560705-00009 三国東地区土地区画整理事業　管理建物G 淀川区 西三国２丁目 112.76 都市整備局

560705-00010 三国東地区土地区画整理事業　管理建物H 淀川区 西三国２丁目 115.28 都市整備局

560705-00011 三国東地区土地区画整理事業　管理建物I 淀川区 西三国２丁目 116.58 都市整備局

560705-00013 三国東地区土地区画整理事業　管理建物Ｋ１棟 淀川区 西三国２丁目 71.58 都市整備局

560705-00014 三国東地区土地区画整理事業　管理建物Ｋ２棟 淀川区 西三国２丁目 137.52 都市整備局

560705-00015 三国東地区土地区画整理事業　管理建物Ｋ３棟 淀川区 西三国２丁目 104.81 都市整備局

560705-00016 三国東地区土地区画整理事業　管理建物Ｋ４棟 淀川区 西三国２丁目 86.62 都市整備局

560705-00017 三国東地区土地区画整理事業　管理建物Ｋ５棟 淀川区 西三国２丁目 219.75 都市整備局

560705-00018 三国東地区土地区画整理事業　管理建物Ｋ７棟 淀川区 西三国２丁目 251.63 都市整備局

560705-00019 三国東地区土地区画整理事業　管理建物Ｋ８棟 淀川区 西三国２丁目 43.64 都市整備局

560705-00020 三国東地区土地区画整理事業　管理建物Ｋ９棟 淀川区 西三国２丁目 161.61 都市整備局

560705-00021 三国東地区土地区画整理事業　管理建物Ｋ６棟 淀川区 西三国２丁目 194.65 都市整備局

560705-00022 三国東地区土地区画整理事業　管理建物Ｌ 淀川区 西三国２丁目 159.57 都市整備局

530201-00029 もと下水道用地（淀川） 淀川区 西三国３丁目 697.51 契約管財局

550201-00020 共同利用施設（三国センター） 淀川区 西三国３丁目 789.98 506.25 環境局

560705-00008 沿道整備街路推進モデル事業用地（三国東地区） 淀川区 西三国３丁目 2,654.46 都市整備局

121601-12231 三国公園 淀川区 西三国３丁目 1,798.21 建設局

530201-00141 過小地（旧国有道路敷） 淀川区 西三国４丁目 778.94 契約管財局

121601-12857 淀川開発3号公園 淀川区 西三国４丁目 156.77 建設局

121601-12923 三国駅前公園 淀川区 西三国４丁目 975.25 建設局

062506-00026 宮原地域在宅サービスステーション・生活支援ハウスミード宮原センター 淀川区 西宮原１丁目 637.01 福祉局

550201-00018 共同利用施設（宮原センター） 淀川区 西宮原１丁目 500.06 511.31 環境局

560307-00193 西宮原住宅 淀川区 西宮原１丁目 3,180.62 8,228.81 都市整備局

560307-00420 木川第2住宅 淀川区 西宮原１丁目 3,018.37 都市整備局

560307-00421 木川第3住宅 淀川区 西宮原１丁目 4,417.67 10,073.99 都市整備局

121601-12007 宮原公園 淀川区 西宮原１丁目 1,471.60 建設局

560307-10116 もと木川第2住宅 淀川区 西宮原１丁目 3,099.52 都市整備局

540502-00031 三国保育所 淀川区 西宮原２丁目 1,335.00 603.91 こども青少年局

560705-00001 三国東土地区画整理事務所 淀川区 西宮原２丁目 549.35 都市整備局

560307-00169 新三国住宅 淀川区 西宮原３丁目 11,162.31 20,123.30 都市整備局

560705-00002 三国東地区土地区画整理事業 淀川区 西宮原３丁目 3,009.65 都市整備局

420210-00106 宮原中学校 淀川区 西宮原３丁目 13,897.00 7,563.80 教育委員会事務局

560307-00429 野中北住宅 淀川区 野中北１丁目 14,628.52 15,028.31 都市整備局

121601-12832 野中北1公園 淀川区 野中北１丁目 3,657.46 建設局

420210-00489 野中小学校 淀川区 野中北１丁目 6,723.78 5,941.01 教育委員会事務局

530201-00256 廃道（淀川・コミュニティ用地等） 淀川区 野中北２丁目 21.09 契約管財局

121601-12833 野中北公園 淀川区 野中北２丁目 1,127.85 建設局

540502-00038 十三保育園 淀川区 野中南２丁目 972.66 こども青少年局

121601-12831 野中南公園 淀川区 野中南２丁目 9,540.64 建設局

121903-01048 十三工営所 淀川区 野中南２丁目 2,590.94 1,449.37 建設局

460108-00118 淀川消防署十三橋出張所 淀川区 野中南２丁目 486.00 311.08 消防局

260106-00010 淀川区民センター 淀川区 野中南２丁目 1,696.40 2,068.75 淀川区役所

062507-00276 淀川区老人福祉センター 淀川区 野中南２丁目 446.39 福祉局

121602-00842 野中南公園 淀川区 野中南２丁目 19.20 建設局

260106-00005 地域集会所・老人憩の家 淀川区 東三国１丁目 422.91 淀川区役所

121902-02488 東三国駅自転車駐車場管理ボックス 淀川区 東三国１丁目 3.89 建設局

062507-00117 新東三国社会福祉会館老人憩の家 淀川区 東三国２丁目 292.34 116.11 福祉局

121601-12622 東三国東公園 淀川区 東三国２丁目 1,653.08 建設局

460108-00119 淀川消防署東三国出張所 淀川区 東三国２丁目 820.63 367.72 消防局

121902-02489 東三国駅自転車駐車場管理事務所 淀川区 東三国２丁目 12.96 建設局

260106-00003 新東三国社会福祉会館 淀川区 東三国２丁目 106.15 淀川区役所

560307-00321 東三国住宅 淀川区 東三国３丁目 22,524.52 36,081.00 都市整備局

420210-00219 新東三国小学校 淀川区 東三国３丁目 9,917.75 6,541.69 教育委員会事務局

121902-01831 十八条自転車保管所管理事務所 淀川区 東三国３丁目 26.32 建設局

121902-01834 神崎川第2自転車保管所管理事務所 淀川区 東三国３丁目 16.72 建設局

121601-12621 東三国西公園 淀川区 東三国５丁目 1,257.25 建設局

062507-00205 東三国福祉会館老人憩の家 淀川区 東三国６丁目 278.15 112.72 福祉局

550301-00075 東三国霊園 淀川区 東三国６丁目 811.02 環境局

420210-00374 東三国小学校 淀川区 東三国６丁目 12,003.06 6,953.45 教育委員会事務局

420210-00375 東三国中学校 淀川区 東三国６丁目 10,800.00 7,269.49 教育委員会事務局

550201-00024 共同利用施設（東三国センター） 淀川区 東三国６丁目 558.43 環境局

260106-00007 東三国社会福祉会館 淀川区 東三国６丁目 104.91 淀川区役所

530201-00019 その他の土地（淀川） 淀川区 三国東地区 342.00 契約管財局

540501-00007 ポラリス保育園 淀川区 三国東地区 764.69 こども青少年局

560705-00007 もと区画整理事業用地（三国東地区） 淀川区 三国東地区 1,587.00 都市整備局

460108-00107 防火水槽用地（淀川） 淀川区 三国東地区 54.00 消防局

540502-00120 木川第2保育所 淀川区 三国本町１丁目 1,056.57 510.99 こども青少年局

560307-00419 木川第1住宅 淀川区 三国本町１丁目 15,590.57 30,189.43 都市整備局

560307-00423 木川第5住宅 淀川区 三国本町１丁目 6,892.56 6,527.51 都市整備局
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120907-00407 廃道（淀川） 淀川区 三国本町１丁目 1,861.54 建設局

121601-12234 三国本町公園 淀川区 三国本町１丁目 16,172.28 建設局

420210-00104 宮原小学校 淀川区 三国本町１丁目 6,776.19 6,535.06 教育委員会事務局

420210-00105 宮原小学校用地代替地 淀川区 三国本町１丁目 420.56 教育委員会事務局

121602-00237 三国本町公園 淀川区 三国本町１丁目 18.50 建設局

062506-00087 特別養護老人ホームコモンズ三国 淀川区 三国本町２丁目 1,865.26 福祉局

062506-00136 淀川区在宅サービスセンター 淀川区 三国本町２丁目 828.94 福祉局

590101-00002 看護専門学校（淀川区三国本町） 淀川区 三国本町２丁目 1,047.05 健康局

560307-00121 三国南住宅 淀川区 三国本町２丁目 3,398.98 都市整備局

121601-12233 三国中公園 淀川区 三国本町２丁目 783.05 建設局

560307-10122 もと三国南住宅 淀川区 三国本町２丁目 3,266.46 都市整備局

121902-01828 三国自転車保管所管理事務所 淀川区 三国本町２丁目 27.47 建設局

062507-00088 三国社会福祉会館老人憩の家 淀川区 三国本町３丁目 421.14 福祉局

121601-12232 三国西公園 淀川区 三国本町３丁目 1,544.91 建設局

420210-00164 三国小学校 淀川区 三国本町３丁目 10,502.00 6,727.14 教育委員会事務局

121601-12237 三津屋東公園 淀川区 三津屋北１丁目 2,425.82 建設局

550301-00032 三津屋霊園 淀川区 三津屋北３丁目 624.79 環境局

420210-00167 三津屋小学校 淀川区 三津屋中１丁目 8,971.89 6,254.79 教育委員会事務局

062507-00090 三津屋会館老人憩の家 淀川区 三津屋南２丁目 298.06 100.17 福祉局

560307-00123 三津屋住宅 淀川区 三津屋南１丁目 13,420.46 6,447.33 都市整備局

121601-12010 三津屋中央公園 淀川区 三津屋南３丁目 12,882.61 建設局

121601-12236 三津屋公園 淀川区 三津屋南２丁目 5,514.36 建設局

260106-00002 三津屋集会所 淀川区 三津屋南２丁目 100.17 淀川区役所

530201-10025 新大阪用地 淀川区 宮原１丁目 828.37 契約管財局

121902-01825 宮原保管所自転車管理事務所 淀川区 宮原１丁目 24.30 建設局

121902-02232 新大阪駅北口自転車駐車場管理ボックス 淀川区 宮原１丁目 1.44 建設局

121902-02233 新大阪駅北口自転車駐車場管理事務所 淀川区 宮原１丁目 12.56 建設局

121902-01821 東三国駅自転車駐車場トイレ 淀川区 宮原２丁目 0.94 建設局

121902-02498 東淀川駅自転車駐車場管理事務所 淀川区 宮原２丁目 12.96 建設局

121601-12995 新駅工区開発1号広場 淀川区 宮原３丁目 8,960.45 建設局

121001-10081 宮原地下駐車場 淀川区 宮原３丁目 6,270.04 建設局

121601-12788 北中島公園 淀川区 宮原５丁目 8,898.45 建設局

420210-00469 北中島小学校 淀川区 宮原５丁目 12,059.92 6,349.34 教育委員会事務局

260106-00008 北中島集会所 淀川区 宮原５丁目 99.18 淀川区役所

550201-00025 共同利用施設（北中島センター） 淀川区 宮原５丁目 558.43 環境局

121602-00797 北中島公園 淀川区 宮原５丁目 21.12 建設局


